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＜Editorial Comment＞

小児開心術に際する術前自己血貯血

国立循環器病センター 心臓血管外科 上村 秀樹

成人期での体外循環を用いた心臓手術では，多くの症例で，無輸血で周術期管理を完遂することが可能となって

きている．冠状動脈バイパス手術では，人工心肺を使用しない手技がもてはやされていることにも関連して，無輸

血手術達成率が高率になってきている1）2）．体外循環を使用する手術のうち，大動脈弁疾患に対する自己肺動脈基部

移植手術（Ross 手術）や，弓部大動脈瘤に対する大動脈弓全置換，そして複合心臓弁手術＋Maze 手術のような，

心停止時間・体外循環時間の長い手術でさえ，無輸血で手術を終えることができることがある．このような無輸血

手術が可能かどうか，必ずしも確信を持てない場合には，特に，術前からの自己血貯血が心強い．

術前自己血貯血の効用は，実際には，血中ヘモグロビン濃度の維持のみではない．成人あるいは 50 kg 以上の体

重がある場合には，術前に 400 ml あるいは 800 ml の貯血が可能で，術中にこれを患者に一旦戻して，新たに 800

ml あるいは 1200 ml の新鮮血を確保することができる．当然のことながら，この新鮮血は数時間後に再び体内に戻

すことになるので，十分な血小板機能，そして止血効果を期待できる．長時間体外循環あるいは低血液温の後で血

小板機能・血液凝固能が低下した状況では，この効能はありがたい．最近の日本では，厚生労働省による指針で，

他家新鮮血，いわゆる生血を使用しづらい状況下にあるので，一つの alternative として重要であろう．

同様な効用は，乳児期・小児期手術においてもある．問題は，実用上採血が容易でないこと3）と，修復前の心内短

絡のある不全心では貧血が全身状態に好ましくない影響を与える可能性のあることであろう．たとえば，高肺血流

で肺高血圧を伴った心室中隔欠損では，もともと血中ヘモグロビン濃度が 11 g�dl 以下のことが多々ある．術前に貯

血採血した後，鉄剤の服用にもかかわらず貧血の改善が思わしくないことも起こり得る．また，チアノーゼ性の低

肺血流のファロー四徴では，逆に血中ヘモグロビン濃度は高くても，総体的な循環血液量は正常より少な目であり，

適正量の補液を行わないと，hypovolemia に関連して，低酸素血症発作を惹起する危険性も否定できない．こうし

た術前の病態・循環動態の特徴を認識することで，本来の目標が挫折せずに遂げられるよう，留意する必要がある．

術前自己血貯血の本来の目的は何かと言えば，より確実な無輸血手術の完遂ということである．それでは，無輸

血手術は術前自己血貯血なしではその確実性が揺らぐかというと，必ずしもそうでもなくなってきている．本論文4）

において著者らも認めているように，体外循環の低充填量化も，ひとつの大きな要因であろう．体外循環中あるい

は直後の血液限外濾過による血液濃縮に，その主要的意義を見い出す者もいるかもしれない．無輸血手術が可能か

どうかは，体外循環中の血液希釈と体外循環時間，そして体外循環離脱後の心機能と出血の程度に依存すると考え

られる．

体外循環開始時の血液希釈を最小限にとどめる為には，低充填量化が最優先事項である5）．現在，先天性心疾患の

手術を多数手掛けているアメリカやフランスなど世界の主要な施設では，大体，220 ml から 280 ml の充填量の体外

循環が用いられている6）7）．この規模の装置で，実際に 3 kg台の心室中隔欠損の無輸血修復術が可能な場合がある．

計算上は，4.5 kg から 4.8 kg 程度の体重で，希釈率 40％となる．実際の経験上も，それ以上の体重を有する乳児の

心室中隔欠損であれば，術前自己血貯血なしに，無輸血手術が高い頻度で可能である．心房中隔欠損では，国立循

環器病センターにおける最近 5年間に，10 kg 未満の乳児症例全例で輸血を要しなかった．高肺血流量のファロー四

徴の場合は，心室中隔欠損に準じるが，低肺血流症例では，現在のところ 7 kgが無輸血手術を目指して高頻度に達

成できる境界であろう．従って，心室中隔欠損では 3～4.5 kg，ファロー四徴では 5～7 kg が，術前自己血貯血によ
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り，より安全により確実に無輸血手術達成の恩恵を被る対象となると考える．

もっと複雑な先天性心疾患での術前自己血貯血の適応はどうかというと，あまり肯定的には考えられない．もち

ろん，Fontan 手術のように，ある程度の年齢・体格になってから待機的に手術を計画する場合には，無輸血手術の

達成は決して難しくない8）9）．しかし，もっと小さな体重や新生児期に手術を要する疾患，例えば心外型総肺静脈還

流異常では，症状発現後すみやかに修復が必要となることが多く，貯血の猶予はない．完全大血管転位の場合にも，

基本的に生後 2週間以内に動脈スイッチを施行することが多いので，貯血は難しい．大動脈縮窄を合併した心室中

隔欠損も然りである．こうした新生児期開心修復術において，無輸血体外循環を可能とするためには，現時点では，

やはり低充填量化を目指すしかない．どこまで小型化できるかは，まだ定かでないが，近いうちに 125～150 ml

程度の充填量の人工心肺が実用になる可能性がある．現時点では，まだ，動脈フィルターや熱交換器を犠牲にして

低充填量とする，ある意味で試みの段階であるが，開発は進行中である10）11）．国立循環器病センターにおいて現在使

用している最小の乳児用体外循環装置は，99 ml の総充填量で，周術期の突然のショックやカテーテル合併症に対す

る緊急蘇生用の補助循環装置である12）．この装置では，2 kgの体重の乳児で，希釈率が 40％である．さらなる人工

肺の小型化を検討中で，充填量をさらに少なくできる見通しである．

乳児開心術に際して，無輸血手術を推進することのできる方法として，体外循環の低充填量化の他に，人工赤血

球の利用あるいは自己赤血球の培養増殖が観念的には考えられる．人工赤血球の開発は，随分と古くから手掛けら

れている割に，いまだ実用に至っていない．自己赤血球の培養は，胎児期に心疾患を診断し，胎児期に採血を行い，

出生までの間に培養増殖を行えば，新生児期であっても，他家輸血を使用せずに開心術が行えるようになるかもし

れない．赤血球のみならず，血小板も生成することができるかもしれない．いずれにしても，21 世紀の生物工学技

術の進歩に期待するところが大きい．

先天性心疾患における無輸血手術は，その黎明期から，明らかに，その発展期に入ってきている．小児や乳児に

おける開心術が安全・確実に行えるようになったことを背景に，一つの「贅沢品」的な意味合いで，無輸血という

オプションが考えられる様になってきたわけである．従って，無輸血ゆえに，手術の安全性や術後のmorbidity

を損なうことがあっては，絶対にならない．長期的に見て，肝機能を含めた全てのmorbidiy を回避して，はじめて

無輸血手術の意義がある．今現在でも，輸血を躊躇なく行って周術期の患者全身状態を少しでも良好に保ち，必要

であれば止血能の高い生血を利用して手術時間を可及的に短縮することが，より良好な手術成績に貢献するとの考

えを述べる者もおり，無輸血手術が至上と決めつけることは到底できない．様々な側面から，今後も議論を深め，

よりよい方法を開発していくことが肝要であろう．自己血貯血は，その中で，実用上の煩雑さはあるものの，より

安全・確実な無輸血手術達成への一つの方策であることには相違ないと考える．
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